
規格規格規格規格 数量数量数量数量 実際実際実際実際のののの重量重量重量重量 金額金額金額金額

記入例記入例記入例記入例⇒⇒⇒⇒

3kg以上のご注文で

お願いします

2kg2kg2kg2kg 2222....3333ｋｇｋｇｋｇｋｇ((((※※※※1111)))) 12121212,,,,420420420420円円円円

3kg以上のご注文で

お願いします

3kg以上のご注文で

お願いします

3kg以上のご注文で

お願いします

3kg以上のご注文で

お願いします

100ｇ×5柵

1袋

100ｇ×5柵

1袋

3kg以上のご注文で

お願いします

3kg以上のご注文で

お願いします

3kg以上のご注文で

お願いします

5ｋｇ定貫

5kg以上のご注文で

お願いします

120ｇ×5柵

1袋

200ｇ×5柵

1袋

300ｇ×5P

1袋

500g×1パック

400ｇ×1箱

2kg×1箱

500g×1箱

25尾×1箱

約1.1kg

21/25×1箱

約1.7kg～2.0kg

26/30×1箱

約1.6kg～1.8kg

16/20×1箱

約1.7kg～2.1kg

L3 30/40サイズ×1

箱

約880g～1.2kg

1ｋｇ定貫

5ｋｇ定貫

1.5kg(5枚×5袋)

3kg(5枚×5袋)

　　　　FAXFAXFAXFAX注文書注文書注文書注文書　　　　
受付日受付日受付日受付日　　　　　　　　　　　　年年年年　　　　　　　　　　　　月月月月　　　　　　　　　　　　日日日日

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：： 株式会社株式会社株式会社株式会社まぐろまぐろまぐろまぐろ海鮮市場海鮮市場海鮮市場海鮮市場

FAXFAXFAXFAX番号番号番号番号：：：：03030303----5793579357935793----9023902390239023

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：03030303----5793579357935793----9012901290129012

担当者担当者担当者担当者：：：：池本池本池本池本((((真真真真))))・・・・木内木内木内木内

住所住所住所住所：〒：〒：〒：〒108108108108----0071007100710071

　　　　　　　　　　　　　　　　東京都港区白金台東京都港区白金台東京都港区白金台東京都港区白金台2222----26262626----10101010

　　　　　　　　　　　　　　　　プラチナビルプラチナビルプラチナビルプラチナビル5555FFFF

ごごごご担当者様担当者様担当者様担当者様のおのおのおのお名前名前名前名前：：：：

ごごごご住所住所住所住所：〒：〒：〒：〒

電話番号電話番号電話番号電話番号////FAXFAXFAXFAX番号番号番号番号：：：：

品名品名品名品名 価格価格価格価格

養殖 本鮪 赤身養殖 本鮪 赤身養殖 本鮪 赤身養殖 本鮪 赤身ブロックブロックブロックブロック 5555,,,,400400400400円円円円////kgkgkgkg

天然 本鮪天然 本鮪天然 本鮪天然 本鮪ブロックブロックブロックブロック 要相談要相談要相談要相談

養殖 本鮪 大養殖 本鮪 大養殖 本鮪 大養殖 本鮪 大トロブロックトロブロックトロブロックトロブロック 11111111,,,,400400400400円円円円////kgkgkgkg

養殖 本鮪 中養殖 本鮪 中養殖 本鮪 中養殖 本鮪 中トロブロックトロブロックトロブロックトロブロック 8888,,,,100100100100円円円円////kgkgkgkg

養殖 本鮪 赤身養殖 本鮪 赤身養殖 本鮪 赤身養殖 本鮪 赤身ブロックブロックブロックブロック 5555,,,,400400400400円円円円////kgkgkgkg

養殖 本鮪 中養殖 本鮪 中養殖 本鮪 中養殖 本鮪 中トロトロトロトロ柵柵柵柵 9999,,,,200200200200円円円円////袋袋袋袋

養殖 本鮪 赤身柵養殖 本鮪 赤身柵養殖 本鮪 赤身柵養殖 本鮪 赤身柵 6666,,,,000000000000円円円円////袋袋袋袋

養殖 南鮪 大養殖 南鮪 大養殖 南鮪 大養殖 南鮪 大トロブロックトロブロックトロブロックトロブロック 7777,,,,400400400400円円円円////kgkgkgkg

養殖 南鮪 中養殖 南鮪 中養殖 南鮪 中養殖 南鮪 中トロブロックトロブロックトロブロックトロブロック 5555,,,,200200200200円円円円////kgkgkgkg

養殖 南鮪 赤身養殖 南鮪 赤身養殖 南鮪 赤身養殖 南鮪 赤身ブロックブロックブロックブロック 2222,,,,600600600600円円円円////kgkgkgkg

天然 大鉢鮪 赤身天然 大鉢鮪 赤身天然 大鉢鮪 赤身天然 大鉢鮪 赤身ブロックブロックブロックブロック 2222,,,,200200200200円円円円////kgkgkgkg

天然 大鉢鮪 赤身天然 大鉢鮪 赤身天然 大鉢鮪 赤身天然 大鉢鮪 赤身ブロックブロックブロックブロック柵状柵状柵状柵状 2222,,,,400400400400円円円円////kgkgkgkg

天然 目鉢鮪 中天然 目鉢鮪 中天然 目鉢鮪 中天然 目鉢鮪 中トロトロトロトロ柵柵柵柵 6666,,,,500500500500円円円円////袋袋袋袋

天然 目鉢鮪 赤身柵天然 目鉢鮪 赤身柵天然 目鉢鮪 赤身柵天然 目鉢鮪 赤身柵 3333,,,,600600600600円円円円////袋袋袋袋

天然 目鉢鮪 切天然 目鉢鮪 切天然 目鉢鮪 切天然 目鉢鮪 切りりりり落落落落としとしとしとし 3333,,,,150150150150円円円円////袋袋袋袋

北海道産 北海道産 北海道産 北海道産 いくらいくらいくらいくら醤油漬醤油漬醤油漬醤油漬けけけけ 3333,,,,600600600600円円円円////パックパックパックパック

明太子明太子明太子明太子((((CD NoCD NoCD NoCD No....3957395739573957)))) 2222,,,,800800800800円円円円

無頭無頭無頭無頭ブラックタイガーブラックタイガーブラックタイガーブラックタイガー((((インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア産他産他産他産他)))) 3333,,,,900900900900円円円円

3333,,,,500500500500円円円円

明太子 上切明太子 上切明太子 上切明太子 上切((((CD NoCD NoCD NoCD No....6226622662266226)))) 6666,,,,800800800800円円円円

明太子 明太子 明太子 明太子 ばらこばらこばらこばらこ((((CD NoCD NoCD NoCD No....7261726172617261)))) 1111,,,,700700700700円円円円

有頭有頭有頭有頭ブラックタイガーブラックタイガーブラックタイガーブラックタイガー（（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア産他産他産他産他）））） 2222,,,,900900900900円円円円

無頭無頭無頭無頭バナメイバナメイバナメイバナメイ((((ベトナムベトナムベトナムベトナム産他産他産他産他)))) 3333,,,,200200200200円円円円

【【【【生食用生食用生食用生食用】 】 】 】 有頭有頭有頭有頭アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン産赤海老産赤海老産赤海老産赤海老 2222,,,,000000000000円円円円

冷凍冷凍冷凍冷凍まぐろたたきまぐろたたきまぐろたたきまぐろたたき((((ネギトロネギトロネギトロネギトロ) ) ) ) 1111kgkgkgkg((((500500500500g×g×g×g×2222袋袋袋袋)))) 1111,,,,900900900900円円円円

冷凍冷凍冷凍冷凍まぐろたたきまぐろたたきまぐろたたきまぐろたたき((((ネギトロネギトロネギトロネギトロ) ) ) ) 5555kgkgkgkg((((500500500500g×g×g×g×10101010袋袋袋袋)))) 9999,,,,000000000000円円円円

マグロカツ マグロカツ マグロカツ マグロカツ MMMMサイズ サイズ サイズ サイズ 60606060g×g×g×g×25252525枚枚枚枚 2222,,,,000000000000円円円円////箱箱箱箱

マグロカツ マグロカツ マグロカツ マグロカツ LLLLサイズ サイズ サイズ サイズ 120120120120g×g×g×g×25252525枚枚枚枚 4444,,,,000000000000円円円円////箱箱箱箱

　　　　到着希望日到着希望日到着希望日到着希望日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年年年年　　　　　　　　　　　　　　　　月月月月　　　　　　　　　　　　日日日日　　　　
小計小計小計小計

　　　　◎◎◎◎上記上記上記上記のののの表表表表にはにはにはには""""数量数量数量数量のみのみのみのみ""""ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

　 　　 　　 　　 　ごごごご注文注文注文注文はははは平日平日平日平日13131313：：：：00000000までのまでのまでのまでの受付受付受付受付でででで3333日後日後日後日後のののの到着到着到着到着になりますになりますになりますになります。。。。

　 　（　 　（　 　（　 　（土日祝含土日祝含土日祝含土日祝含まずまずまずまず////北海道北海道北海道北海道・・・・九州九州九州九州はははは＋＋＋＋1111日日日日かかりますかかりますかかりますかかります））））

((((※※※※1111))))鮪鮪鮪鮪ブロックにつきましてはごブロックにつきましてはごブロックにつきましてはごブロックにつきましてはご注文注文注文注文いただいたいただいたいただいたいただいた重量重量重量重量とととと

　　　　　　　　　　　　実際実際実際実際のののの重量重量重量重量はははは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

消費税消費税消費税消費税

送料送料送料送料

合計合計合計合計


